
スタンプラリー参加店のご利用でスタンプ1個Get!
集めたスタンプの数に応じて抽選でお食事券が当たる！
※何回でも参加できます。※1回のご応募で全て異なる店舗のご利用が必要です。
※詳しくはホームページでご確認ください。

スタンプ3個で応募
（※異なる3店舗のご利用）

スタンプ5個で応募 お食事券 5,000円分×80名様
（※異なる5店舗のご利用）

お食事券 3,000円分×200名様

参加方法

1スマホでQRコードを読み
　込んでLINE友達登録し、
　トーク画面からスタンプ
　カードを表示します

33個以上スタンプが貯まると
　LINE上で応募フォームが表示
　されます。必要事項を入力して
　応募できます

4全応募者の中から抽選で
　応募スタンプ数によって
　お食事券をプレゼントします
※応募者全員に結果通知あり

2参加店舗で飲食やサービス
　を利用し、提示されたQR
　コードを読み取るとスタンプ
　1個獲得できます

スタンプラリースタンプラリー
参加店

主催●伊那商工会議所・伊那飲食店組合・伊那市第一飲食店組合
伊那商工会議所 中小企業相談所  おいしいーな担当窓口 TEL.0265-72-7000 mail : sien@inacci.or.jpお問い合せ

伊那市の飲食店を利用して
　　　     を当てよう！お食事券

開催期間 令和4年10月1日土～11月30日水開催期間 令和4年10月1日土～11月30日水

商品総額

1,000,000
円!

まずはLINEで
お友だち登録

スタンプラリースタンプラリー



※令和4年9月15日現在。参加店舗は随時追加されていきます。
　最新情報は「おいしいーな」ホームページで！！

登録店はこちらで紹介中！
追加店舗も随時掲載しています！

伊那市の飲食店情報WEBサイトです。
美味しい情報・旬な情報を配信中！ WEBサイト Instagram

店　舗　名 連絡先エリア　　　　　
レストラン アルハンブラ 72-5034
和風レストランみつばち 72-0431
日本料理あすなろ 78-3647
咲来軒 78-1152
木曽の権兵衛 73-9999
炭火亭 櫓 78-7100
シャトレ 78-6822
麺屋二八 73-7480
中華そば　ふじ洲 98-8669
たっちゃん食堂 090-2229-7441
新鮮飯店 78-0002
そば処　こやぶ 72-0333
しらかば 72-4706
新喜楽 72-2969
もんじゃ焼き佐榮 73-6652
牡丹園 78-2483
鉄板焼 坊主 73-1988
らーめん 北から来たよ！ 74-6037
竜門 78-7151
ラーメンレストラン ハヤシ 96-7408
ラーメン大学伊那インター店 72-4696
スナックDAIAN 74-7406
あきない 95-2737
あぶらや 73-6539
たけだ 72-0100
酒蔵  まりん 73-2574
焼肉ほうせん 72-0070
山の恵、海の幸　まる 76-3535
スナックJIE 98-0585
葉隠 090-5195-6650
クラブ  アスリ 98-0877
ｍ 090-2722-6259
がブリチキン伊那店 98-8859
ＧｏＴｏｃｈｉ 090-2452-0275
ラ・ピーヌ 76-2228

店　舗　名 連絡先エリア　　　　　
居酒屋　民美 74-8348
ブーケ 95-3749
伽羅 74-5607
ラウンジ バイオレット 73-4000
レッドアイ 76-7703
Local Dining Regolith 98-7379
錦之助 72-2806
プリンス 72-2271
楽々 98-7366
まんだら亭 73-6505
月の夜 72-3403
入舟酒場さかいや商店 95-3521
伊那まち　はしば 95-3758
ともえ食堂 72-3354
和味 たなごころ 76-2290
ジンギスカン夢結.com 98-6529
てんぷら 山二 95-2570
スナックルージュ 73-6788
呑食処ごぉまる 98-0204
ABC 74-9033
カラオケ空間anon 74-7778
小太郎 76-4066
紋次郎 72-7452
寿司政 72-2480
海老屋 72-2158
ＡＲＩＧＡＴＯ 74-5511
フェアリーテール 76-0828
ＣＯＮＡ 95-4975
コーヒーとサンドイッチ おかもと 96-7514
らあめん屋  原点 72-2127
北野屋精肉店 72-7101
狐狸 73-7858
味月亭 74-6640
tea+ (新東京紅茶) 95-4975
うしお亭 090-2436-5864

店　舗　名 連絡先エリア　　　　　
CAFE  ROVERT 98-6888
吞んだくれ 98-7304
串カツじゃんじゃか 080-6932-1794
行者そば  梅庵 76-5534
ココンダ　ここいーな 76-3335
おばんざいカフェひらり 97-1944
海鮮食堂さかなや伊那店 71-5114
田村食堂 72-3787
スナック喫茶  ポッケ 78-1250
ｋｕｒａｂｅ 76-9086
割烹いづみ 77-1221
板前割烹 弥座 72-7199
四方路 72-8322
加城 76-0821
食堂 萬楽 72-4742
かんてんぱぱさつき亭 74-5188
かんてんぱぱひまわり亭 76-7177
そば処栃の木 78-4630
かんてんぱぱ桂小場 78-5107
ファミリーレストラン信濃路 72-7466
こやぶ竹聲庵 72-0333
みのやさくら亭 73-2253
美楽園 78-3420
ハローランチ伊那店 73-8600
高遠そば ますや 94-5123
ふとっぱら食堂 96-0745
きっちん＆すなっく八亭 78-2550
まことおあがり亭 76-5500
ラーメン将太 78-8484
らーめんじゃげな 71-6465
風麟 77-0167
かりん亭 96-0703
日本料理茶や藤十郎 76-8863
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